
 

 

令和２年 11 月 20 日 
記者発表資料 

ふるさと納税の返礼品に「かながわの名産 100 選 
ギフトセット」を追加しました︕ 

県では、ふるさと納税の返礼品として、これまで県内での体験ツアーを提供してきましたが、新型

コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた事業者を応援するとともに、神奈川の魅力を更

にＰＲするため、「かながわの名産１００選ギフトセット」を新たに追加しました。また、これに伴い、

新たに２つの寄附額の区分を設けました。 

１ かながわの名産 100 選ギフトセットの概要 
事業者の皆様から、次に掲げる要件を全て満たすギフトセットを提案していただき、22 のギフト

セットをふるさと納税の返礼品としました。 

① 県内で生産された物品（加工食品、農林水産品、工芸品等）のうち、本県のＰＲや観光振

興に寄与するものであること。 

② ２以上の市町村で生産された物品を詰め合わせたセットであること。 

③ 詰め合わせる物品のうち、最低１つは「かながわの名産 100 選」に登録された物品である

こと 

 

【かながわの名産１００選ギフトセットの例（別紙１・２参照）】 

神奈川の天然水仕込み   

ビール２種６本セット（横浜・北鎌倉） 

（寄附額 １万円以上２万円未満） 

かながわの名産 100 選      

金曜日はカレーの日セット 

（寄附額 ２万円以上３万円未満） 

神奈川純米大吟醸・牛すじセット

「髙島屋選定品」 

（寄附額 ３万円以上５万円未満） 

 

横浜市・鎌倉市・厚木市 

 

秦野市・横須賀市・県西地域 等 

 

秦野市・小田原市 



 

 

２ 寄附額の区分の追加 

寄附額の区分 
返礼品の登録件数 

体験ツアー ギフトセット 計 

【新規】 １万円以上２万円未満 － ５件 ５件 

【新規】 ２万円以上３万円未満 － ９件 ９件 

 ３万円以上５万円未満 19件 ６件 25件 

 ５万円以上10万円未満 15件 ２件 17件 

 10万円以上30万円未満 10件 － 10件 

 30万円以上50万円未満 ５件 － ５件 

 50万円以上 ７件 － ７件 

合 計 56件 22件 78件 

※  今後も、随時、新たな返礼品を追加していきます。詳細は、ふるさとチョイスホームページ 

を御覧ください。 

  https://www.furusato-tax.jp/city/product/14000 

 

【参考】かながわの名産１００選とは  

神奈川の伝統と風土に培われた工芸品、加工食品、 
農林水産品の中から、県民の皆様や団体等からの推薦 
を受けて、かながわの名産と呼ぶに相応しい１００の 
品目を県が選定したもの 
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/ 

問合せ先  

神奈川県国際文化観光局観光部観光企画課 

課長   渡邊 電話 045-210-5760 

観光プロモーショングループ  中山 電話 045-210-5767 

https://www.furusato-tax.jp/city/product/14000
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ya3/cnt/f300096/


※下線がある商品は、「かながわの名産100選」に関連する商品です。

※地域については、地場産品基準及び「かながわの名産100選」で整理した代表産地に基づき記載しています。

【寄附額の区分：１万円以上２万円未満】
No 名　称 　内　容 地域

1 神奈川の天然水仕込みビール2種6本セット ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＸＰＡ　330㎖×３ 横浜市／厚木市

（横浜・北鎌倉） 北鎌倉の恵み　330㎖×３ 鎌倉市／厚木市

（事業者名：サンクトガーレン有限会社）

2 フリーデン「やまと豚」味付け肉（焼肉風180ｇ×１、にんにく黒胡
椒180ｇ×１） 平塚市

おつけもの慶kei「王道白菜キムチ」　300ｇ×１ 川崎市

（事業者名：有限会社グリーンフーズあつみ）

3 神奈川県産加工品詰め合わせセット
神奈川県産こんにゃくゼリー湘南ゴールド味　（小袋10入）×２ 県西地域

神奈川県産甘酢らっきょう　120ｇ×１ 全県域

はるみうどん　200ｇ×2 秦野市

三浦産切干大根　30ｇ×１ 三浦市

三浦産大根葉使用 混ぜ込みごはんの素　24ｇ×１ 三浦市

足柄茶リシール缶　490㎖×２ 足柄上郡

足柄茶リシール缶ほうじ茶　465㎖×２ 足柄上郡

箱根山麓紅茶リシール缶　490㎖×２ 山北町

【寄附額の区分：２万円以上３万円未満】
No 名　称 　内　容 地域

4 地場野菜詰合せとキムチの素セット おつけもの慶・家伝キムチの素　250ｇ×１ 川崎市

ＪＡよこすか葉山「すかなごっそ」旬の野菜セット 三浦半島

（事業者名：有限会社グリーンフーズあつみ）

5 かながわの珍味５点盛りセット しいの食品　かつを酒盗   130ｇ×１ 小田原市

しいの食品　まぐろ酒盗　130ｇ×１ 小田原市

おつけもの慶kei 　あの噂のチャンジャ　80ｇ×１ 川崎市

おつけもの慶kei 　さきいか和え物　80ｇ×１ 川崎市

おつけもの慶kei 　らっきょうキムチ　100ｇ×１ 川崎市

（事業者名：有限会社グリーンフーズあつみ）

かながわの名産100選ギフトセット一覧（11月20日申込受付開始分）
令和２年11月20日時点

「やまと豚」味付肉と「川崎名物キムチ」スタミナセッ
ト

（事業者名：全国農業協同組合連合会　神奈川県
本部（ＪＡ全農かながわ））

別紙１



No 名　称 　内　容 地域

6 ＜牧場直送＞ 神奈川県特産品・新鮮生乳使用！
手作りアイス12個セット ミルク、抹茶、三浦のかぼちゃ、湘南ゴールド、

湘南レモンシャーベット、えび〜にゃ苺のソルベ

90㎖　６種類　各２個

（事業者名：株式会社小野ファーム）

7 神奈川県ブランド米（はるみ）　１㎏ 県内各地

おいしい秦野の水 〜丹沢の雫〜 500㎖×３ 秦野市

よこすか海軍カレーネイビーブルー　180ｇ×３ 横須賀市

足柄牛入りフェイジョアカレー　200ｇ×３ 県西地域

（事業者名：株式会社三洋堂）

8 かながわの名産100選　まんぷくセット 神奈川県ブランド米（はるみ）　２㎏ 県内各地

おいしい秦野の水 〜丹沢の雫〜 500㎖×３ 秦野市

よこすか海軍カレーネイビーブルー　180ｇ×６ 横須賀市

（事業者名：株式会社三洋堂）

【寄附額の区分：３万円以上５万円未満】
No 名　称 　内　容 地域

9 かながわご当地カレー８食セット
横浜ベイスターズコラボ・よこすか海軍カレー　180ｇ×２ 横須賀市

三浦半島産黒毛和牛葉山牛カレー　210ｇ×２ 葉山町

三崎港まぐろカレー　180ｇ×２ 三浦市

川崎・慶キムチのカレー　180ｇ×２ 川崎市

（事業者名：有限会社グリーンフーズあつみ）

10 神奈川大磯首相米セット（はるみ・きぬひかり・さとじまん）
300ｇ×８ 県内各地

おいしい秦野の水 〜丹沢の雫〜 500㎖×３ 秦野市

よこすか海軍カレーネイビーブルー　180ｇ×３ 横須賀市

（事業者名：株式会社三洋堂）

　　横浜市
　　三浦市
　　県西地域
　　海老名市　等

かながわの名産100選　近代ライスカリーセット

かながわの名産100選　金曜日はカレーの日セット



※下線がある商品は、「かながわの名産100選」に関連する商品です。

※地域については、地場産品基準及び「かながわの名産100選」で整理した代表産地に基づき記載しています。

【寄附額の区分：１万円以上２万円未満】
No 名　称 　内　容 地域

1 神奈川洋菓子セットA「髙島屋選定品」 ありあけ　横濱ハーバーダブルマロン５個 横浜市／藤沢市

ラ・マーレ・ド・チャヤ　クッキー詰合せ　ＳＳ　３種 横浜市

(事業者：髙島屋法人事業部）

2 神奈川お菓子セット「髙島屋選定品」 馬車道十番館　ビスカウト9枚 横浜市

しいの食品 しらすせんべい 小田原市

(事業者：髙島屋法人事業部）

【寄附額の区分：２万円以上３万円未満】
No 名　称 　内　容 地域

3 神奈川おかず・胡麻油セット「髙島屋選定品」 崎陽軒　真空パックシウマイ15個入×３ 横浜市

岩井の胡麻油　4種セット 横浜市

しいの食品　 牛すじ味噌煮込 小田原市

(事業者：髙島屋法人事業部）

4 神奈川洋菓子セットB「髙島屋選定品」
ガトー・ド・ボワイヤージュ　横浜馬車道ミルフイユ16個入り 横浜市

泉屋　マイクッキーセット 川崎市

馬車道十番館　ビスカウト9枚 横浜市

(事業者：髙島屋法人事業部）

5 神奈川ピー最中・飴セット「髙島屋選定品」 芳甘菓豆芳　ピー最中20個入 秦野市

松屋総本店　川崎大師名物2点セット 川崎市

(事業者：髙島屋法人事業部）

6 神奈川ピー最中・ティーバッグセット「髙島屋選定
品」 芳甘菓豆芳　ピー最中20個入 秦野市

足柄茶　ティーバッグ 足柄上郡

(事業者：髙島屋法人事業部）

かながわの名産100選ギフトセット一覧（12月上旬申込受付開始分）
令和２年11月20日時点

別紙２



【寄附額の区分：３万円以上５万円未満】
No 名　称 　内　容 地域

7 神奈川洋菓子セットC「髙島屋選定品」
ガトー・ド・ボワイヤージュ　横浜馬車道ミルフイユ16個入り 横浜市

ありあけ　横濱ハーバーダブルマロン5個 横浜市

馬車道十番館　ビスカウト9枚 横浜市

泉屋　マイクッキーセット 川崎市

(事業者：髙島屋法人事業部）

8 神奈川洋菓子・コーヒーセット「髙島屋選定品」 馬車道十番館　ビスカウト9枚 横浜市

泉屋　マイクッキーセット 川崎市

ラ・マーレ・ド・チャヤ　クッキー詰合せ　ＳＳ　３種 ×２ 葉山町

ユニマットキャラバン　ドリパックコーヒー　YMC-4 横浜市

(事業者：髙島屋法人事業部）

9 神奈川バラエティーセットA「髙島屋選定品」 崎陽軒　真空パックシウマイ15個入×４ 横浜市

岩井の胡麻油　5種セット 横浜市

しいの食品　 牛すじ味噌煮込 小田原市

足柄茶　ティーバッグ 足柄上郡

(事業者：髙島屋法人事業部）

10 神奈川純米大吟醸・牛すじセット「髙島屋選定品」
白笹鼓　純米大吟醸　720ml 秦野市

しいの食品　牛すじ味噌煮込×２ 小田原市

(事業者：髙島屋法人事業部）

【寄附額の区分：５万円以上10万円未満】
No 名　称 　内　容 地域

11 神奈川バラエティーセットB「髙島屋選定品」 芳甘菓豆芳　落花生4色詰合せ 秦野市

ありあけ神奈川セレクション2 横浜市／藤沢市

馬車道十番館　ビスカウト　9枚 横浜市

松屋総本店　川崎大師名物2点セット 川崎市

足柄茶　ティーバッグ×２ 足柄上郡

(事業者：髙島屋法人事業部）

12 神奈川バラエティーセットC「髙島屋選定品」 岩井の胡麻油　5種セット 横浜市

崎陽軒　真空パックシウマイ15個入 横浜市

しいの食品　 牛すじ味噌煮込 小田原市

ユニマットキャラバン　ドリパックコーヒー　YMC-4 横浜市

泉屋　マイクッキーセット 川崎市

芳甘菓豆芳　ピー最中20個入 秦野市

(事業者：髙島屋法人事業部）


